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.高価なロボットを入れて、

ほんとに費用削減になるの？

低額で簡単に操作できるので

現場向きのロボットです。



高額 
難解

低額 
簡単

現存RPAへの疑問

本当の働き方改革に繋がる 
大手部署/中小が導入できる

・・・

「高くて難しい」から、大手企業には良いけど中小零細には無理だよね…
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社長即決／部署決裁可
RPAベンダー（業者）スタッフの常駐やシナリオ作成の外注。わずか 一部
のシナリオ修正すら依頼しなければならないのでは、単にリソー スとコスト
の横移動です。

RPA本来の導入目的は、コストダウンと効率化。そのコスト感覚に寄 り添
える範囲に。そしてロボットの仕事場は現場であり、それらの環 境下で社
内承認される範囲でご用意しました。

5月給

・24時間365日労働 時給換算＝34円✕2台

・登録手数料20万（税別）1法人1回限り

・製品版＝作成も実行も可能

（税別）

万円/製品版2台

製品版 製品版

1契約につき2台

特徴 ②

LOW COST
業界最安値級
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・サポート費用　 1万円/月
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アクセスロボ 一般的なRPA

初期導入 20万円
登録事務手数料、30日無料体
験、サポート含む

・ベンダー派遣　260万円/月
・人材派遣 技術者派遣　35万～60万／月
・講師派遣10万～30万／2時間

ライセンス費用 5万円
（2万5千円/1台）

5万円〜10万円

シナリオ製作費 ※５万円〜
オプションで必要に応じてご相談

5万円〜100万円

サポート費用 1万円/月
メール・チャット・電話等による
1回10分程度の説明

・ベンダー派遣　260万円/月
・人材派遣 技術者派遣　35万～60万／月
・講師派遣10万～30万／2時間

備考 ・準日本製でサポートが充実
・現場担当者が扱える
・設定用と実行用の区別がない

・外国製で日本語によるサポートが充実していない。
・専門家でないと扱えない。
・設定用・実行用ロボットが分かれているためパソコンが2台必要

REASONABLE

https://kotobank.jp/ejword/reasonable


EASY
現場担当者が操作可能

現場担当者でも習得できる簡単操作

①海外製のローカライズ版②プログラマー仕様で開発されたプログラマー版。

その為、シナリオ作成は、RPAベンダー（業者）の社内常駐、委託、もしくは、RPA技術
担当者に依頼せざるを得ない状態です。

また社内常駐や委託の場合、シナリオ1本の作成コストは、60万～100万程度とも言わ
れています。

またRPA稼働後に上司から、急な微調整によってシナリオ変更が必要になった場 合、
その変更作業を他者に任せなければならず、追加コストに加え、早くて数時 間、遅け
れば数日は待たなければなりません。RPA本来の活躍の場は、あくまで 現場であり、
日々気付いた細かな変更に即応できなければ導入の意味が薄れてし まいます。

アクセスロボはプロダクトアウト（売り手目線）ではなくマーケットイン（使い手目 線）で開
発し、分厚いマニュアルも必要のない、現場担当者が操作を覚えやすい設計です。専
門職ではなく習得可能な仕様、見やすいUI（＝画面やボタン構成） これが他社とは違う
特徴です。

他社RPA習得期間：1～6ヶ月

昨今のRPA業界では、RPA技術担当者の社内量産が叫ばれています。しかし、人 材
不足、時間の足りない忙しい社内に、1～6ヶ月もの習得期間、且つ運転免許以 上の
理解内容を受講できる余裕があるでしょうか。

ベンダー 技術者派遣
260万円／月

人材派遣 技術者派遣
35万～60万／月

シナリオ作成代行

5万～100万／1本

講師派遣
10万～30万／2時間

ローカライズ
版

プログラマー
版

プロダクトアウト
（売り手目線）

便利だけど
難解で高額

＋

市場環境

追加オプションマーケット化
技術習得期間
1ヶ月～6ヶ月

  1
25

の差

アクセスロボ習得期間は、

・マクロが組める方＝15～30分
・それ以外の方でも＝4～8時間
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×
完全OJT形式

わざわざ、整理する必要なし

業務フロー図不要
他にはない業務フロー図の為の会議や他部署との調 整
が不要なのも特徴です。いつもの新人スタッフが 入社し
た際に、先輩が隣に座って教えているように、アクセスロ
ボへ教えるだけで、RPA化が完了する準備に 時間と手間
がかかりません。

OJTでの入力
新人スタッフ入社と同じ教え方で
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ロボット動作一覧 シナリオ（作業順序）

画面左は、ロボット動作一覧です。どのような作業をさせた いの
か、こちらから選択します。画面右（グレー部分）は、 ロボットへ指
示した動作が順に追加され並んでいきます。

※ロボット動作とは、物理的ロボットに右手を上げる、左足 を前に
出すといった指示と同様、動作順序を意味します。ア シロボでの
動作とは、右クリックする、エクセルを開く、エ ンターキーを押すな
ど、あらゆる動作を用意しています。
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シナリオ（ロボット仕事）一覧
・各シナリオのメモ
・タイマー予約
・動作結果ログ
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全世界で流行中の理由：マクロ以上の扱いやすさ
・壊れにくい
・他人作成でも後から理解可能
・数百万かかっていた他パッケージソフトの連携が容易に
・他ソフトのバージョンUPの影響を受けにくい
・WEB関連作業がやりやすい

● 人間が行うパソコン操作を再現するだけのロボット。

● ルールに基づく明確な動作指示入力で稼働。

RPA ≒ マクロの進化版

プリンター 自社システム

■起動
・自社システム立上げ
・グループウェア立上げ
・エクセル／ワード／パワポ立上げ
・メーラー立ち上げ
・ブラウザ立ち上げ

■メール
・メール送受信
・メールアドレスコピー＆貼り付け
・テンプレ文章のコピー＆貼り付け
・ファイルの添付
・報告／アラート等の自動送信

■エクセル
・データカラムの変更
・セルへの入力＆範囲指定
・データ集計

・コピー＆貼り付け
・行／列の削除

■自社システム
・プリントアウト
・ファイル名変更
・フォルダ＆ファイルの格納／削除

・データのUL＆DL
・最新ファイルの取得

■ブラウザ系
・URL打ち込み
・ID＆パスワードでログイン
・指定箇所へマウス移動＆クリック
・文字／数値のコピー＆貼り付け
・画像／地図のコピー＆貼り付け

■その他
・タイマー設定
・繰り返し設定
・画像の連続リサイズ＆保存
・画像認識で指定場所を記載
・座標を指定してマウス移動

※上記以外にも多数の機能をご用意しております。

つまり、RPAとは？ RPAの動作とは（アクセス・ロボの場合）
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部署 項目 内容 利用システム 頻度
1回の

所要時間
(分)

回数
(回)

単純計算
（分）

単純計算
（時間）

1 材料技術課 台帳記入 試験依頼のメールを台帳に転記 Excel 4件/月 20 4 80 1.3
2 材料技術課 データ入力 試験結果のデータを集計表に転記 Excel 2～3件/月 20 3 60 1.0
3 材料技術課 台帳記入 社内試験結果を台帳転記及びデータを入力 Excel 2～3件/月 20 3 60 1.0
4 生産企画部 物流管理台帳転記 基幹システムからは発送情報を取り出しEXCELの

管理台帳に転記する
smileV、エク
セル

20件/月
3 40 120 2.0

5 生産企画部 予定物件 SFA＋ﾌﾟﾛｾｽ管理と工程管理台帳の連携　自動入
力

SFA、エクセ
ル

2回/月
240 2 480 8.0

6 総務経理部 台帳の転記 EXCEL台帳から別の台帳に必要部分のみを取り出
し経理システムに読み込ませる

smileV、エク
セル

毎日
10 20 200 3.3

ー　中略　ー

25 総務経理部 支払手形 支払手形発行　支払入力　仕訳入力　送付状発行 smileV　
RAIJINＶ

1回/月
240 1 240 4.0

26 総務経理部 集計　仕訳入力 仕入先計上金額照合　消費税調整　仕入額科目部
門ごと集計　経理システムの仕訳計上　買掛金照合

smileV　
RAIJINＶ

1回/月

120 1 120 2.0
27 総務経理部 照合 消費税税コードチェック　消費税科目別税ｺｰﾄﾞ別

チェック表作成
smileV 1回/月

120 1 120 2.0
28 総務経理部 帳票出力 月次の残高試算表や科目残高の出力 smileV 1回/月×4社 20 4 80 1.3
29 総務経理部 請求書発行連絡 営業部へ締日連絡　締日設定　請求書PDF　未検

収残検収依頼　ﾒｰﾙ送信
RAIJINＶ 5回/月

15 5 75 1.3
30 総務経理部 集計　仕訳入力 売上集計　品目別集計表出力作成　品目別売上仕

訳計上 売掛金照合
smileV　
RAIJINＶ

1回/月
60 1 60 1.0

31 総務経理部 請求書発行 電気　水道メーター測定　メーター写真添付　ヤマト
運輸㈱請求書発行

エクセル 1回/月
60 1 60 1.0

32 総務経理部 業務締切連絡 カレンダー作成　業績締め切り　勤怠締切設定　メー
ル送信

エクセル 1回/月
30 1 30 0.5

人 アクセスロボ

月当たりの成果
項目 金額 金額

時給 ¥2,000

¥50,000人件費 ¥288,167

RPAに置き換えられる作業例一覧



保険代理店（乗り合い）

各支店の数値データを集計

20以上の支店から、定型フォーマット添付でメールに  て報
告が上がってくる数値データの集計を行う。

トータル30分程の業務だが、毎日の作業のため、作業  ス
タッフの時間削減、ミス低減、漏れ防止を達成。

コンサルティングファーム

月報、勤怠管理、交通費精算

複数に分かれて会社に所属している社員の勤怠時間の
集計に利用。

月1回だけの大変だった作業を、日々 RPAに集計業務  を
行わせる事で作業を無くし、チェック業務のみに変  更。

物流センター

見積書、請求書、早朝対応

請求書作成元となる作業報告書から作業員の発生した
時間の集計を顧客毎、項目毎に行う。

これまで月初にのみ実施していたので、集計業務が膨  
大な作業時間になっていた。しかし、日々 RPAに集計 を
させておく事で、作業スタッフの精神的負担軽減、  時間
削減、ミス低減が実現。

ネットショップ

競合店の販売価格調査

重点的に販売をしている商品の他店販売状況を定期的  
な時間にチェックし、その販売価格を報告させる。

今までスタッフが気付いた時に実施していたが、対象  店
舗へアクセス～検索～販売価格をコピー、社内の管  理
表に反映、という定型業務だったため、スタッフの  時間
削減を目的にRPA化。

広告代理店

広告入稿、レポート作成

Web広告結果をグーグルアナリティクスから抽出し、  エク
セルファイルにレポートとして集計。

顧客毎にレポートするタイミングが異なるため、作業  スタッ
フにとっては定型業務ではあるが、煩雑になっ  ておりRPA
に代替。作業者の精神的負担軽減、また、  土日祝日など
の対応も可能になった。
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時間短縮 漏れ防止 ミス低減時間短縮 漏れ防止 ミス低減 時間短縮 精神負担減 ミス低減

時間短縮 精神負担減 休日作業時間短縮 精神負担減 定期実行



アクセス・ロボ安全性宣言

【対応OS】

・Windows 7 SP1
・Windows 8/8.1
・Windows 10
（32/64bit対応）

【メモリ】

・4GB以上

【CPU】

・1GHz以上
・COREi5以上

【HDD】

・500MB以上

【ディスプレイ】

・1024x768以上

（デュアルディスプレイの場合、メインディスプレイのみ対応）

【その他】

・ライセンス認証時、インターネット接続が必要です。
・アクセス・ロボ実行中、画面解像度を変更すると誤動作する可能性がございます。

アクセス・ロボは「Robotic Process Automation (RPA)」を実装したものです。 RPAの特

性上、マウス、キーボード、ファイル操作、インターネット通信などの自動化を行います

が、ライセンスの自動認証を除き、原則ユーザが指定  した動作しか自動化しません。な

お、このソフトウェアには、スパイウェア、  ウイルス、トロイの木馬、バックドアなど、マル

ウェアの形態は含まれませ んのでご安心ください。

実行環境（専用パソコン）

専用パソコンの環境整備

不要ソフトの削除

□起動時間、動作スピードが重くないか
□ご利用ソフトウェア＆システムのインストール
□モニター画面解像度を基本設定へ戻す
□ネット接続を可能状態に
□Cドライブに50%以上の空き領域

自動ポップアップや再起動によるアクセス・ロボ停止を回避するた
め、RPA業務に不要なソフトは全て削除して下さい。
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株式会社 KG-Innovation
〒590-0904 大阪府堺市堺区南島町４丁１７番地

https://kg-innovation.co.jp/

TEL:072-232-0465　携帯:070-1767-2393

Info@kg-innovation.co.jp

KG-Innovationのデジタルトランスフォーメーション（ DX）事業

・マーケティングオートメーションのコンサルタント

　　使用ツール　マーケ・ロボ

・ Robotic Process Automation(RPA)の販売

　　使用ツール　アクセス・ロボ

・ Optical Character Reader(OCR)の販売

　　使用ツール　アクセス・ AI-OCR

・ウェビナーの開催
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